
１　生活保護について １　新型コロナウイルスの影響でマスク・ア
ルコール消毒類・衛生資材等は品薄状態が
続き供給不足により従前の市場価格をはる
かに凌ぐ高騰を続けている。生活保護費に
コロナ加算を設けることについて伺う。

て

いて

１　定期的な抗体検査を行い，感染防止に務
　めると同時に定量，大量で継続的な抗体検
　査を行うことにより疫学的なデータを市民

に示すことは感染予防の啓発につながる。
また，冬のインフルエンザ流行時期に備え
患者が抗体を持っていることが事前にわか
れば医療関係者も安心してインフルエンザ
検査ができるので，一般住民等へのスクリ
ーニング抗体検査を実施すべきであると思
うが考えを伺う。

令和２年第２回定例会一般質問順序表

6月25日～26日

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨 備　考

１ ４ 鈴 木 明 広 １  新型コロナウイルス感染症に
　ついて

２  今年度の収税状況につい １　国の税収が前年比大幅に減少しているが
　赤平市の現時点での税収の状況を伺う。

３  来年度の税収見込みにつ １　新型コロナウイルスの感染拡大によりリ
　ーマンショックを凌駕する経済的な落ち込
　みが予想されるが，当市は来年度の税収を
　どのように見込んでいるか伺う。

４　一般住民等への抗体スク
　リーニング検査について
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掛けた。当市ではどのようにして保護者の

不安解消をするのか伺う。

生活様式適用について

　することとなっているが，児童生徒が学校

生活を送るには矛盾点が多いと思うが，考

を伺う。

１　運動中のマスク着用については世界的に

様々研究がなされている。文科省は体育授

業中においては，高温時のマスク着用は弾

力的な対応を現場に指示している。当市の

現時点での着用規定について伺う。

１　道内で今後予想される新型コロナウイル

スの第三波，四波によって学校閉鎖の措置

がなされる場合は，子供の学ぶ権利を守る

ために，ＩＣＴを利用したリモート授業の

整備拡充は喫緊の課題であると思う。当市

ではどのように遠隔授業の環境整備事業を

進めるのか伺う。

１　ＷＨＯのテドロス事務局長が，ジュネー

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨

　いて 　ブで子供が川崎病に類似した症状で集中治

備　考

１ ４ 鈴 木 明 広 ５　子供の川崎病類似症につ

　療を受けるケースが欧米諸国で少数ながら

　増えていると全世界の臨床医に警戒を呼び

６　学校生活における新しい １　日常生活を営む上での基本生活様式にお

　いて，「３密」を回避（密集，密接，密閉）

７  体育授業におけるマスク

　着用について

８　リモート授業について
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１　新型コロナウイルスは腸管から吸収さた
排泄物と一緒に体外へ大量に放出されて飛
沫となりトイレの床が暴露される。トイレ
のようにウイルスが濃密になっているとこ
ろを消毒するのは，児童，生徒はもちろん
のこと教師が行うにはリスクが高すぎるの
でプロが行うべきと思うが伺う。

１　 １　この度「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金」として国から赤平市

に約９７００万円交付されることになって

おり，その使い道は補正予算で示されてい

ます。そこで国や道からの交付金だけでな

く赤平市の一般財源のみを活用した対策が
考えられないか伺う。

について 維持管理費用の軽減については，昨年の第

３回定例会で質問致しましたが，多忙を極

めている中，早速自治総合センターからの

助成を取付けて頂き，維持管理費用の軽減

に結び付く予算執行の運びとなりました。

この度の迅速な対応に対しまして，市長以

下関係職員には，心から感謝を申し上げ敬

意を表します。補助金適用外街路灯，防犯

灯は灯数も多く整備完了までは中長期を要

しますが，引続き今後の対応について見解

を伺う。

議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨 備　考

１ 鈴 木 明 広 ９　学校のトイレ清掃，消毒に
　おける感染の危険性について

２ 御家瀬　遵 1   赤平市の今後の新型コロナウ １　赤平市独自の新型コロナウ

順序

　イルス対策について 　イルス対策について

２　町内会運営経費軽減について １　残された防犯灯のＬＥＤ化 １　町内会が所有する補助金適用外防犯灯の

４

７
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３　自衛隊への協力について １　本市においては，自衛隊札幌地方協力本

る募集対象者の情報提供につ 部の要請に沿って，募集広報官が住民基本

いて 台帳を閲覧して，氏名，住所，生年月日，

性別を書き写すということで情報提供して

きていますが，本年２月１３日に至り，防

衛大臣名にて「効果的募集事務の推進を図

るため，地方協力本部への紙ないし電子媒

体での提出を求める」旨の協力要請があり

更に３月２日付け自衛隊札幌地方協力本部

長名にて同趣旨の要請がありました。本市

と自衛隊札幌地方協力本部とは，従前より

防災・民生各般に亘って密接に連携してき

た歴史を有し，今後とも積極的に協力すべ

きものと思料するものであります。本件に

対する市長の見解を伺う。

１　太陽光発電施設の設置に係 １　太陽光発電施設の設置に係る条例制定に

いて る条例制定について ついて，昨年９月の第３回定例会での答弁

以降，どのような検討と取り組みが行われ

てきたのか伺う。

２　太陽光発電施設の設置に係る条例制定に

ついて，厚真町と赤平市の取り組み方につ

いて，大きなギャップを感じますが市長は

どう思うか考えを伺う。

３　太陽光発電施設の設置に係る条例制定に

ついて，町内会の署名と要望を受け今後市

は条例制定作業を具体的に進めて行くのか

伺う。

要　　　　　旨 備　考

２ ７ 御家瀬　遵 １　自衛隊地方協力本部に対す

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目

３ ２ 安藤　　繁 １　太陽光発電施設の設置につ
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１　赤平市において，昨年度から今年度にか

虐待の状況と当市における児 けて通告や相談を受け，対応した児童虐待

虐待の状況について があったのか，あったとすれば報告できる

範囲で何件でどの様な内容なのか伺う。

１　児童虐待の通告や相談を受け，当市の福

相談があった時の各関係機関 祉事務所と学校の外，各関係機関との連携

との連携と対応について や取り組みは，事案に適正に対応出来てい

るのか，また４８時間ルールが守られてい

るのかどうか伺う。

１　新型コロナウイルスの影響により，収入

により，収入の減少した中小 の減少した中小事業者等から，固定資産税

事業者等に係る固定資産税等 等の支払猶予についての相談や申請があっ

について たかどうか伺う。

者等への，固定資産税等の特例の制度の詳

細な内容についての周知は，どの様に対応

しているのか伺う。

１　新型コロナウイルスにより，収入が減少

水道料金について している一般市民や事業者に対して，赤平

市水道条例の減免規定を弾力的に適用し水

道料を減免する考えがあるかどうか伺う。

１　新型コロナウイルス感染防止対策として

図書館における感染防止対策 　現在，図書館ではどのような対策をされて

について いるのか伺う。

２　新型コロナウイルス感染防止対策として

の「図書消毒機」の設置について伺う。

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨 備　考

３ ２ 安藤　　繁 ２　児童虐待について １　最近の，全国・全道の児童

２　児童虐待についての通告や

３　新型コロナウィルスについて １　新型コロナウイルスの影響

２　新型コロナウイルスに関して，中小事業

２　新型コロナウイルスに係る

３　新型コロナウイルスに係る
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１　新型コロナウイルス蔓延に伴 １　工業の振興について，当市には製造業を

う第６次総合計画に沿った考え た魅力あふれるまち」につい 中心とした様々な分野の企業が，工業団地

方について て の他各地に集積していて，本市経済と雇用

に大きく貢献しています。今までもいくつ

かの施策を示し対応して来ていましたが，

コロナウイルスの蔓延を受け，どの様な手

立てを今後は打つのか考えを伺う。

２　商業の振興について，近年商店街の小売

店舗では客離れが進み，後継者不足なども

相まって空き店舗化が常態化し，町の活力

や利便性が低下していました。そこに外出

自粛期間で経営の低迷を受けた店舗や各種

イベントの中止で収入が落ち込んだ飲食店

や販売店が多数あり，緊急策を講じて来ま

したが，今後どのような支援策をいつまで

続けて行けるのか，商工会議所との連携の

あり方も含めて考えを伺う。

３　観光の振興について，当市の賑わい創出

でもある，各種イベントも外出自粛や緊急

事態宣言を受け，３密を考慮し中止の判断

に至っています。「エルム高原」ではこれ

からアウトドアシーズンになりますが，先

行きは不透明だと思いますし「エルム高原

祭り」も行わないと聞きました。地域資源

を活かした振興や広域的観光ルートの振興

が行えず魅力あるイベントも中止していま

すが，今後の当市の観光への考え方を伺う。

要　　　　　旨 備　考

４ １ 竹 村 恵 一 １　基本目標３の「活力に満ち

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目
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２　基本目標１の「健やかな暮 １　地域医療の充実について，市民が安心し
らしをともに支え合うまち」 て医療が受けれる環境とは，まず，市立病
について 院の医療スタッフの方々の健康確保，そし

て体制の充実だと思います。１つの指標と
なる，抗体検査の予算措置が，病院スタッ
フの中で訪問者との接触が多い方、可能な

らば全員の対応が必要ではないかと思いま

すが考えを伺う。

２　健康づくりの推進の中の「感染症対策の

推進」が示されております。今回のウイル

スに対してどの様な動きで，どの様な対応

がなされて来たのか伺う。

３　基本目標４の「ともに学び １　学校教育の充実について，（１）確かな

合い豊かな心を育むまち」に 学力の育成（２）豊かな心の育成（３）健

ついて やかな体の育成，以上の様に施策の推進に

は示されています。いずれも大切な育成で

すが，これらは学校教育のカリキュラムの

中で多種多様な勉学，行事，交流，部活動

で育成されると思いますが，今回休校が続

いた中で，夏休みの短縮により学習は取り

戻せると思いますが，中止となった行事や

部活動に汗して頑張ってきた３年生の最後

の対応など，管内ではどの様に方向づけら

れていて，それに対し市教委はどう考えて

いるのか伺う。

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨 備　考

４ １ 竹 村 恵 一
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１　赤平市新型コロナウイルス感 １　現在までの経過と基本方針に １　対策本部が設置され４カ月が経過した。
染症対策本部について ついて 現在までの経過はどうなっているか。

また，このコロナ禍において畠山市長は対
策本部長としてどのような基本方針を持っ
て陣頭に立っているのか伺う。

２　国の２次補正に対応する考 １　国の第２次補正予算が６月１２日に成立
えについて した。地方創生臨時交付金の第２弾が見込

まれるが，その使途についてどのように考
えているのか伺う。

２　市民生活における新型コロナ １　生活困窮などに対する対応 １　緊急事態宣言による休業要請や，外出自
ウイルス感染症の影響と対策に について 粛要請などからくる事業者の減収など生活
ついて 困窮に陥った市民に対して市税，国民健康

保険税，介護保険料，水道料金などの支払
い猶予，或いは減免できる制度をホームペ
ージ・広報６月号で周知しているが，基準
や要件がわかりづらい。それぞれどのよう
になっているか伺う。

２　影響を受けた市民が生活を立て直すため
に利用できる制度はどのようなものがあり，
特に生活保護制度の変更点はどのようにな
ったのか伺う。

２　新型コロナウイルス感染症 １　持続化給付金について国会でも様々な議
の影響による雇用状況と対策 論があったが，市内事業者で申請している
について 件数や，給付を受けた件数はどうなってい

るか。また，生産調整などによる休業など
市内企業の状況はどうなっているか伺う。

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨 備　考

５ ３ 木村 恵
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３　介護施設や介護予防の取り １　介護施設や介護予防の取り組みについて

組みについて も，感染症対策と事業継続を並行して行っ

ていく上で大変な困難がある。市内介護施

設等の状況はどのようになっているのか。

また運動教室等介護予防の取り組みはどの

ようになっているのか伺う。

４　社会教育施設等の対応につ １　社会教育施設の利用について，感染症対

いて 策はどのように行っているか，また北海道

コロナ通知システムについてホームページ

で周知されているが，積極的に利用を促す

など，北海道からの指示はあるのか伺う。

５　避難所の対策について １　これから大雨や土砂災害などが心配され

る時期になってくるが，現在の指定避難所

で収容可能な人数は，感染症対策を並行し

て行う場合、受け入れられなくなると思う。

必要なパーティション等の備品の状況と合

わせて避難所自体も拡充していかなければ

ならないと思う。今後についての考えを伺

う。

３　あかびら市立病院について １　現在の対応等について １　コロナ禍の中、医療従事者のみなさんに

は感謝申し上げたい。市民の方々が必要な

医療を受けられるために，感染症対策を行

っていると思うが，どのような状況か。ま

た，ボランティアの方々も再開されている

と思うが対策はしっかり行われているか伺

う。

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨 備　考

５ ３ 木村 恵
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２　今後の見通しについて １　石狩管内を追うように，空知管内の感染

拡大が続いている。現在コロナ指定病院の

状況と合わせて，今後第３波が起こった場

合，あかびら市立病院が受け入れるケース

も出てくるかもしれないと思う。現在どの

ようなシミュレーションをしているのか伺

う。

４　保育・学校教育について １　保育所の状況について １　コロナ禍の中で，医療現場同様に休業な

く稼働していた市内二つの保育所について

感染症対策等の状況を伺う。

２　小中学校の状況について １　北海道独自の緊急事態宣言から一斉休校

そして国の宣言による休業延長を経て，現

在は感染症対策をしながら通常に戻りつつ

ある学校教育現場ですが，この間の分散登

校や給食の提供など北海道教育委員会から

の通達に対して教育委員会でどのような議

論を行い，どういった対応をしてきたのか

伺う。

１　新型コロナウイルス感染症対 １　新型コロナウイルス感染症の影響が長期

策について 化する事が予想されるので，赤平市の企業，

商店，飲食店に対する経済的な対策，今後

の支援について伺う。

順序
議席
番号

氏　　名 件　　　　名 項　　　　目 要　　　　　旨 備　考

５ ３ 木村　　恵

１　商業における対策について６ ９ 東　 成一
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２　防災対策について １　近年の災害発生状況から，豪雨災害等が
起こる可能性が高く，備蓄品の確保と避難
所の感染症対策について伺う。

３　農業対策について １　イベントや冠婚葬祭の自粛により花の需
要が無いことによる価格の下落が予想され
るので花卉農業者及びその他の農業者に対
する支援について伺う。

１　赤平市に於ける新型コロナ １　庁内協議について １　公共施設の利用中止や利用制限，各種事
ウイルス感染対策について 業、イベント，行事等の延期や中止の決定，

要請を行ってきたと思うが，担当課を始め
庁内協議に於いて，どのような過程で行っ
たのか伺う。

２　あかびら市立病院について １　現在の感染症対策について １　外来者に対し，感染症対策として様々な
取り組みを行っていると思うが現在の状況
について伺う。

２　今後の対策について １　新型コロナウイルスが空知管内で多数発
生し，まだ終息が見通せない中，当市で発
生した場合の今後の対策について伺う。

３　小中学校教育について １　授業時間の確保について １　小中学校が再開されたが，夏休みの短縮
だけで授業時間は確保できるのか伺う。

２　今後の感染症対策について １　授業再開にあたり感染予防対策はどのよ
うな事を行っているのか，また，今後新た
な取り組みについての考えはあるのか伺う。

３　長期休校による児童生徒へ １　休校が３カ月にも及び，実質的な新学期
の影響について がスタートしたが，不登校児童生徒は発生

していないのか伺う。
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